
ショートステイ利用料金表（令和２年９月１日改定）

〇介護サービス基本単位及び加算単位

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1 基本単位 個室・多床室共通 437単位 543単位 586単位 654単位 724単位 792単位 859単位
2 加算単位 ①サービス提供体制強化加算Ⅱ 6単位 6単位 6単位 6単位 6単位 6単位 6単位

②機能訓練指導体制加算 12単位 12単位 12単位 12単位 12単位 12単位 12単位
③夜勤職員配置加算Ⅲ（要介護のみ）

算定なし
15単位 15単位 15単位 15単位 15単位

④看護体制加算Ⅲ（要介護のみ） 12単位 12単位 12単位 12単位 12単位
⑤看護体制加算Ⅳ（要介護のみ） 23単位 23単位 23単位 23単位 23単位
介護職員処遇改善加算Ⅰ

38単位 47単位 54単位 60単位 66単位 71単位 77単位
（基本単位＋加算①～⑤合計単位）×8.3％
特定介護職員処遇改善加算Ⅱ

10単位 13単位 15単位 17単位 18単位 20単位 21単位
（基本単位＋加算①～⑤合計単位）×2.3％

3 合　　計 介護サービス費（1日：円) 548円 676円 787円 870円 953円 1,035円 1,116円
（1+2の合計）×10.88の1割

〇利用者負担限度額（単位：円）
居住費

食費
個室 多床室

第１段階 320 0 300
第２段階 420 370 390
第３段階 820 370 650
第４段階 (1,150) 1,003 1,392

〇利用料（個室） （単位：円）

介護度 負担限度額段階
介護 居住費 食費 １日合計 １か月合計

サービス費 （個室） （30日）

要支援１ 第１段階 (548) (320) 300 (1,168) (35,040)
第２段階 (548) (420) 390 (1,358) (40,740)
第３段階 (548) (820) 650 (2,018) (60,540)
第４段階 （1割負担） (548) (1,150) (1,392) (3,090) (92,700)
第４段階 （2割負担） (1,095) (1,150) (1,392) (3,637) (109,110)
第４段階 （3割負担） (1,642) (1,150) (1,392) (4,184) (125,520)

要支援２ 第１段階 (676) (320) 300 (1,296) (38,880)
第２段階 (676) (420) 390 (1,486) (44,580)
第３段階 (676) (820) 650 (2,146) (64,380)
第４段階 （1割負担） (676) (1,150) (1,392) (3,218) (96,540)
第４段階 （2割負担） (1,352) (1,150) (1,392) (3,894) (116,820)
第４段階 （3割負担） (2,027) (1,150) (1,392) (4,569) (137,070)

要介護１ 第１段階 (787) (320) 300 (1,407) (42,210)
第２段階 (787) (420) 390 (1,597) (47,910)
第３段階 (787) (820) 650 (2,257) (67,710)
第４段階 （1割負担） (787) (1,150) (1,392) (3,329) (99,870)
第４段階 （2割負担） (1,574) (1,150) (1,392) (4,116) (123,480)
第４段階 （3割負担） (2,360) (1,150) (1,392) (4,902) (147,060)

要介護２ 第１段階 (870) (320) 300 (1,490) (44,700)
第２段階 (870) (420) 390 (1,680) (50,400)
第３段階 (870) (820) 650 (2,340) (70,200)
第４段階 （1割負担） (870) (1,150) (1,392) (3,412) (102,360)
第４段階 （2割負担） (1,739) (1,150) (1,392) (4,281) (128,430)
第４段階 （3割負担） (2,608) (1,150) (1,392) (5,150) (154,500)

要介護３ 第１段階 (953) (320) 300 (1,573) (47,190)
第２段階 (953) (420) 390 (1,763) (52,890)
第３段階 (953) (820) 650 (2,423) (72,690)
第４段階 （1割負担） (953) (1,150) (1,392) (3,495) (104,850)
第４段階 （2割負担） (1,906) (1,150) (1,392) (4,448) (133,440)
第４段階 （3割負担） (2,859) (1,150) (1,392) (5,401) (162,030)

要介護４ 第１段階 (1,035) (320) 300 (1,655) (49,650)
第２段階 (1,035) (420) 390 (1,845) (55,350)
第３段階 (1,035) (820) 650 (2,505) (75,150)
第４段階 （1割負担） (1,035) (1,150) (1,392) (3,577) (107,310)
第４段階 （2割負担） (2,070) (1,150) (1,392) (4,612) (138,360)
第４段階 （3割負担） (3,104) (1,150) (1,392) (5,646) (169,380)

要介護５ 第１段階 (1,116) (320) 300 (1,736) (52,080)
第２段階 (1,116) (420) 390 (1,926) (57,780)
第３段階 (1,116) (820) 650 (2,586) (77,580)
第４段階 （1割負担） (1,116) (1,150) (1,392) (3,658) (109,740)
第４段階 （2割負担） (2,231) (1,150) (1,392) (4,773) (143,190)
第４段階 （3割負担） (3,346) (1,150) (1,392) (5,888) (176,640)



〇利用料（多床室） （単位：円）

介護度 負担限度額段階
介護 居住費 食費 １日合計 １か月合計

サービス費 （多床室） （30日）

要支援１ 第１段階 (548) (0) 300 (848) (25,440)
第２段階 (548) (370) 390 (1,308) (39,240)
第３段階 (548) (370) 650 (1,568) (47,040)
第４段階 （1割負担） (548) (1,003) (1,392) (2,943) (88,290)
第４段階 （2割負担） (1,095) (1,003) (1,392) (3,490) (104,700)
第４段階 （3割負担） (1,642) (1,003) (1,392) (4,037) (121,110)

要支援２ 第１段階 (676) (0) 300 (976) (29,280)
第２段階 (676) (370) 390 (1,436) (43,080)
第３段階 (676) (370) 650 (1,696) (50,880)
第４段階 （1割負担） (676) (1,003) (1,392) (3,071) (92,130)
第４段階 （2割負担） (1,352) (1,003) (1,392) (3,747) (112,410)
第４段階 （3割負担） (2,027) (1,003) (1,392) (4,422) (132,660)

要介護１ 第１段階 (787) (0) 300 (1,087) (32,610)
第２段階 (787) (370) 390 (1,547) (46,410)
第３段階 (787) (370) 650 (1,807) (54,210)
第４段階 （1割負担） (787) (1,003) (1,392) (3,182) (95,460)
第４段階 （2割負担） (1,574) (1,003) (1,392) (3,969) (119,070)
第４段階 （3割負担） (2,360) (1,003) (1,392) (4,755) (142,650)

要介護２ 第１段階 (870) (0) 300 (1,170) (35,100)
第２段階 (870) (370) 390 (1,630) (48,900)
第３段階 (870) (370) 650 (1,890) (56,700)
第４段階 （1割負担） (870) (1,003) (1,392) (3,265) (97,950)
第４段階 （2割負担） (1,739) (1,003) (1,392) (4,134) (124,020)
第４段階 （3割負担） (2,608) (1,003) (1,392) (5,003) (150,090)

要介護３ 第１段階 (953) (0) 300 (1,253) (37,590)
第２段階 (953) (370) 390 (1,713) (51,390)
第３段階 (953) (370) 650 (1,973) (59,190)
第４段階 （1割負担） (953) (1,003) (1,392) (3,348) (100,440)
第４段階 （2割負担） (1,906) (1,003) (1,392) (4,301) (129,030)
第４段階 （3割負担） (2,859) (1,003) (1,392) (5,254) (157,620)

要介護４ 第１段階 (1,035) (0) 300 (1,335) (40,050)
第２段階 (1,035) (370) 390 (1,795) (53,850)
第３段階 (1,035) (370) 650 (2,055) (61,650)
第４段階 （1割負担） (1,035) (1,003) (1,392) (3,430) (102,900)
第４段階 （2割負担） (2,070) (1,003) (1,392) (4,465) (133,950)
第４段階 （3割負担） (3,104) (1,003) (1,392) (5,499) (164,970)

要介護５ 第１段階 (1,116) (0) 300 (1,416) (42,480)
第２段階 (1,116) (370) 390 (1,876) (56,280)
第３段階 (1,116) (370) 650 (2,136) (64,080)
第４段階 （1割負担） (1,116) (1,003) (1,392) (3,511) (105,330)
第４段階 （2割負担） (2,231) (1,003) (1,392) (4,626) (138,780)
第４段階 （3割負担） (3,346) (1,003) (1,392) (5,741) (172,230)

※端数処理の関係で、上記金額と差異が生じることがあります。

〇その他利用者の状況等により加算が適用されるもの

　療養食加算 8単位／回 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合（1日3回まで）

　送迎加算 184単位／片道 施設で送迎を行った場合

　緊急短期入所受入加算 90単位／日 

やむを得ない事情で、計画的に行うこととなっていない短期入所生活介
護を行った場合（7日間）

介護者の家族の疾病等やむを得ない事情がある場合（14日間）

〇食費の負担について

食費は朝食・昼食・夕食ごとに以下の通り金額を設定しております。ご負担額については、食費実費もしくは該当の負担限度額のいずれ
か低い額とないります。

【食費内訳】 朝食：412円 昼食：484円 夕食：496円



けやき荘で算定している加算(全員に関わる加算は、料金表に含まれています。）

加算名 単位 内容

サービス提供体制加算Ⅱ 6単位／日 常勤職員を75％以上、勤続年数3年以上の者を30％以上配置している

機能訓練指導体制加算 12単位／日 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合

夜勤職員配置加算Ⅲ（要支援
1,2は算定なし） 15単位／日 従来型の施設で、人員基準＋1人以上の介護・看護職員を夜間に配置し

ている

看護体制加算Ⅲ（要支援1,2
は算定なし）　

12単位／日 常勤看護師が1人以上在籍している

看護体制加算Ⅳ（要支援1,2
は算定なし）

23単位／日 

常勤換算で看護職員を入所者25人に対して1人以上、かつ、基準＋1人

以上

施設又は病院等の看護職員による24時間の連絡体制を確保している

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の8.3％ サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に8.3％を乗じて
算定

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位の2.3％ サービス利用の基本単位及び係る加算の単位の合計に2.3％を乗じて
算定。（介護職員処遇改善加算は除く）

▽該当される方のみにかかる加算

送迎加算 184単位／回 
ショートステイの入退所時に、けやき荘とご自宅の間を送迎します。（送
迎範囲はご確認ください。）

療養食加算 8単位／回 医師の食事箋に基づく療養食が提供された場合（1日3回まで）

緊急短期入所受入加算　　　　 90単位／日 

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所生
活介護を行った場合（7日間）

介護者の家族の疾病等やむを得ない事情がある場合（14日間）
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